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 岩盤計測におけるシュミットハンマーの適用
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 斉藤和雄.菊地宏吉

 本研究は,岩盤等級の定量的分級法の研究の一環として,コンクリート強度を非破壊で推定する簡便

 な方法として用いられているミュミットハンマーの特性に着目し.シュミットハンマーの岩盤計測への

 適用性を検討したものである。

 1)シュミットハンマーのブランジャーに特殊のアタッチメントを取♪付けることによb,硬岩から軟

 岩まで,適用範囲が拡張された。

 2)';aミットハンマー反発度と岩盤の物性値のそれぞれ一つである静弾性係数tsよび変形係数との間

 には,強い相関性が認められた。この関係を用いて,シュミットハンマーによる岩盤計測を行えぱ,

 岩盤の静弾性係数および変形係数をオーダー的に推定することが可能である。

 3)シュミットハンマr反発度と静弾性係数,変形係数との関係,bよび既知の岩盤等級と静弾性倭数,
 変形係数との関係を総括的にまとめると,岩盤の物性値を背景とした岩盤等級の分級に関する可能性

 ぷ　○……
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目 的

 従来,当研究所で用いている岩盤分類基準は,定性的な分級基準であることなどから,設計へ適用

 する場合に不便さを有していた。このような理由から,筆者らは耐荷性を主眼とした岩盤等級の分級

 を目的として,岩盤等級の定量的分級法の検討を行ってきた。

 本報告は,岩盤等級の定量的分級法の研究の一環として,コンクリート強度を非破壊で推定する簡

 便な方法として用いられているシュミ・トハンマーが軽量で,操作も簡易である特性に着目し,シュ

 ミ・トハンマーの岩盤計測への適用性を検討したものである。

結 果

 1)コンクリート用シュミットハンマーをそのままの状態で岩盤計測に使用する場合,中硬質～硬質

 岩盤では,従来のブランジャーで測定が可能であるが,固結度の低い岩盤では,ハンマーの打撃に

 よって,岩盤の測定面で過度の変形による局所破壊が生じ易い。そこで,硬岩から軟岩まで適用範

 囲を拡張するため,シュミットハンマーのプランジャー先端部にアタッチメントを取り付ける方法

 を考案した。(図一1)アタッチメントは直径20～50uaの5種類を試作し,数種の岩盤でテス

 トした結果,硬岩から軟岩までの広範囲の岩盤に適用するには,直径30uaのものが最も適当と判

 断され,実際の岩盤計測にはこれを使用した。

 その結果,反発度※)20前後を境いにして,それより大きい反発度を有する中硬質～硬岩では,

 改良型ブランジャーによる反発度は,従来のプランジャーのものより約10%程度大きくなる程度

 であるが,反発度が20以下の軟岩では,打撃面の局所変形を減少させることができるのでよb大

 きな比率の反発度が得られ,軟岩に対しても信頼性のある測定が可能なものと判断された。

 (図一1参照)

 2)岩盤計測vaas・けるシュミットハンマーの個々の反発度は,かなりばらつきが認められるが,従来,

 地質要素から定性的に分級されていた各岩盤等級の岩盤について,反発度の平均値を比較すると,

 各岩盤等級間には,はっきりした差異が認められる。この結果,シュミットハンマーの適用によっ

 て、従来の岩盤等級を定量的に表示し得る可能性が示された。

 3)岩盤の物性値である静弾性係数および変形係数とシュミットハンマー反発度との間には,強い相

 関性が認められる。したがって,シュミットハンマーを用いた岩盤計測により,岩盤の静弾性係数

 および変形係数のオーダーを推定することが可能である。
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 ※反発度:プランジャー㈲を被測定面に直角にあて,それを押しつけると,引張されたバネ胸の

 一定した圧縮力(OMrrKg)で,ハンマー◎は,プランジャーを打ちつける。打撃後にハン

 マーは,岩石の固さに応じて,一定の高さだけはね上がり,指針(e)で反発高さが示され

 る(図一1参照)。指針はハンマーの反発行程を打撃行程に対する百分率で表toし,この

 値を反発度として表わす。
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 1.まえがき

 コンクリート強度を非破壊で推定する簡便な方法として用いられているシュミタトハン

 マーは,判定対象が主としてコンクリートの表面付近の圧縮強度を示すものであるが,こ

 の特徴は岩盤の固密性にも共通するものと考えられる。したがって,岩盤等級の分級にお

 いて,シュミットハンマーによる計測を併用すれば,等級の判定に,よ力客観性をもたせ

 る事が出来るものと考えられる。また,計画調査段階において,シュミットハンマーの測

 定結果と静弾性係数,変形係数等の物性値との対応づけを行っておけば,設計に用いる物

 性値の迅速な把握を必要とする建設時においては,かなり有効になるものと考えられる。

 そこで,筆者らは,耐荷性を主眼とした岩盤等級¢淀量的分級法の研究の一環として,シ

 ュミットハンマーの岩盤計測への適用性を検討した。
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 2.シュミットハンマーの一部改良とその効果の検討

 i)シュミタトハンマーの一部改良

 コンクリート用シュミタトハンマーをそのままの状態で岩盤計測に使用する場合,中硬

 質～硬質岩盤では,従来のプランジャーで測定が可能であるが,固結度の低い岩盤では,

 シュミットハンマーの打撃によって,岩盤の測定面は過度の変形による局所破壊を生じ易

 く,岩盤が定際に有している反発度が得られ難い。そ亡で,筆者らはg硬岩から固結度の

 低い軟岩まで適用範囲を拡張するため,シュミタトハンマーのプランジ¶一先端部にアタ

 Ptテメントを取b付ける方法を考案した。アタPtチメントは直径20～50maの5種類を

 試作し,数種の岩盤でテストした結果硬岩から軟岩までの広範囲の岩盤に適用するには

 直径30晒のものが最も適当と判断され,実際の岩盤計測には,これを使用した。なお,

 アタPtチメントに用いた材質は,従来のプランジ¶一の硬度に合わせ,硬度且RC58～

 60のものを採用した。写真一一1は,従来のコンクリート用シュミットハンマーであb,

 写真一2は,プランジャー先端部にアタタチメントを取b付けた改良型(岩盤計測用)の

 シュミタトハンマーである。

嘩過一

 写真一1

鴫一一

 写真一2
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 iDアタタチメント効果の検討

 アタタチメントの効果を検討するため,従来使用されているプランジャーと改良型(岩

 盤計測用)プランジャー一(直径30mtrmのアタッチメント付)の反発度を比較するテス

 トを数種の岩盤について実施した。その結果は図一1に示すように,反発度20前後を境

いにしてそれより

 大きい反発度を有

 する中硬質～硬質

 岩では,改良型プ

 ランジャーによる

 反発度は従来のプ

 ランジャーのもの

 よb約10%大き

 い程度であるが,
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 シュミットハンマー反発度(プランジャー尖頭部事口り島)

 図一1シュミットハンマー反発度とブランジャー直径比の関係

 反発度20よb小さい軟岩では打撃面の局所変形を減少させ得て,よb大きな比率の反発

 度が得られ,信頼性ある測定対象が軟岩へと拡張し得たものと判断された。

 3.岩盤計測方法について

 本研究における

 現場計測は,ダム

 および発電所地点

 に掘削されている

 調査横坑内で実施

 した。岩盤計測に

 当っては,岩盤等

 級の定量的分級へ

 の適用を考え,実

 際に分級された岩

 盤の各領域で,各

 」懸m上流壁
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 図一一2調査横坑におけるシュミジトハンマーの

岩盤計測基準
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 岩盤等級区分に実施されている「ジャッキー試験法」による変形試験個所をシュミットハ

 ンマーの測定地点に選定した。各岩盤等級におけるシュミットハンマー反発度と岩盤の物

 性値との相関性を把握するため,計測の範囲は,変形試験における応力の伝播範囲(載荷

 板直径の3～5倍と考えられている)を考慮して,載荷板の中心から100cmとした。ま

 た,変形試験個所から得られた個々の反発度を比較検討するためには一定の基準にしたが

 った計測方法が必要であるが,ここでは,図一2の展開図に示した方式で計測点(30点)

 を設定した。各測点における計測では,岩盤内に存在する節理,シームなどの影響による

 計測値のばらつきを考慮して,1測定の計測は5回(ただし,正しい測定方法による測定

 回数)とした(同一面上の重複する計測は原則として避けた)。得られた計測値の最大値

 と最小値は切捨て,残b3回の平均値を測点の反発度として採用した。

 4.岩盤計測の結果とその考察

 シュミジトハンマーの岩盤計測結果は表一一一1の一覧表に示した通bであb,また,シュ

 ミットハンマーの岩盤計測結果を岩盤等級別に整理し,度数分布図として示した(図一3

 参照)。なお,この報告に記載されている岩盤等級はtt耐荷性を対象とした岩盤分級基準11

 に基づいて分級したものであり,この岩盤分級基準の分級要素となっている地質要素を整

 理区分し,表一一2va示した。表一2に記載されているシュミットハンマー反発度は,以後

 の検討結果を表示したものである。

 図一3によれば,B級岩盤における反発度は21～66以上とかなり広い範囲に分布し

 ているが,全体的には,大きな反発度の範囲に分布している。C上級岩盤における反発度

 も16～55と広い範囲に分布しているが,B級岩盤の反発度分布と比較すれば,最頻値

 の差異は明らかである。C下級岩盤における反発度は比較的狭い範囲で分布し,全体的に

 低い反発度を示しているが,これは,このクラスの岩盤が岩質的に堅硬であっても,開口

 節理が著しく発達して石積状を呈しているか,あるいは,岩石自身の固結度が低いためで

 ある。

 このように,岩盤等級におけるシュミットハンマー反発度の分布は,ある程度のばらつ
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 表一1  シュミットハンマー反発度および平板載荷試験結果 
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 表一2岩盤等級分級基準  (塊状老≒蛋乞対象ピする〕
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 図一"3岩盤等級とシュミ・トハンマー反雄との関係

 ts,こ繊各岩盤緒の岩盤の性紘鞠な繊ではないこと(例蝋c上級岩盤
 鰹固端盤とやや鰯緒盤の溢する物)臆財るものと裁られる。
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 5.岩盤計測における測定上の注意事項

 シ邑ミットハンマーによる岩盤計測上の注意事項を列挙すると下記の通りである。

 i)測定位置の選定に関する注意事項

 (a)岩盤評価におけるシaミタトハンマーの計測は,同一岩盤等級と見倣せる範囲で行

 うこと(例えば,C上級岩盤とC下級に跨って反発度を測定し,その平均反発度から
 換算して,岩盤等級を表現してはならない)。

 ㈲岩盤計測では,岩盤内に存在するシーム,節理および層理等の影響によカ,計測値

 のぱらつきが大きいため,測点の位竃測点数および計測回数の設定に当っては,一

 定の基準を設ける必要がある。(筆者らの基準は上述の通りである)

 (C)被測定岩盤の極く一部分が浮石状を呈している場合,浮石部分の測定は避けること

 (ただL,C下級岩盤のような脆弱岩盤では,全体的に開口割目が発達している場合
 がある。このような脆弱岩盤では岩盤の表層部の浮石状態は.実際の岩盤等級を表現

 するものと考えられるので,被測定面が浮石状態でも測定に差し支えない)また,割

 目が開口して石積状を呈する場合で,一辺の長さが40～50em以上の岩塊について

 は測定を避ける。

 (d}被測定岩盤が,全体的に軟質であるが岩盤の内部に大きな硬い岩塊(一辺の長さが

 40～50cm)を挾在する場合は,岩塊面の測定を避ける(岩塊面の損1淀値は単一岩

 塊の反発度を表わすことになる)。

 ㈲原則として,同一節理面(一枚岩)上の重複する測定は避けること。また,被測定

 岩盤に,方向性を有する節理が発達している場合には,節理の方向性に対する片寄っ

 た測定を避けること。

 iD測定操作上の注意事項

 (a)本体を岩盤の測定面に対し,直角に保ちながら,衝撃作用が起きるまで静かに押し

 続ける。

 ㊨テストハンマーは水平軸方向に使用する。

 ω測定面が凹凸を有する場合は,測定を避けるか,または砥石で磨いて平滑にする。

 ㈹被測定面は真の岩盤の反発値を得るため,掘削時の岩塵を除去するための洗浄を行

 う。
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 6.シュミットハンマー反発度と静弾性係数,変形係数

 および岩盤等級との関係について

 土木構造物の設計に用いる物性値の一つである岩盤の静弾性係数および変形係数は,岩

 盤の固密性を示すもの

 と考えられる。そこで

 岩盤の静弾性係数およ

 び変形係数とシュミッ

 トハンマー反発度との

 相関性が把握できれば

 シュミットハンマーの

 岩盤計測により,オー

 ダー的な岩盤の静弾性

 係数および変形係数を

 推定することが可能と

 考え,静弾性係数およ変形量(.,δ』)一
 び変形係数との関連性

 衷形係数:①～(δの勾配
 の検討を行った。

 弾性係数:②～(∂,
 以下の検討に用いた

 図一4荷重・変位曲線の例
 各係数値は,主にダム

 基eSteよび発電所箇所で実施された岩盤変形試験結果であb,変形係数(D)は最大荷重約

 70陶/㎡における包括線の勾配で表わし,弾性係数は荷重70Kg/emEにtsける載荷時の

 変形曲線の直線部分の勾配から求めた接線弾性係数Etを用いた(図一4参照)。なお,

 最大荷重が70陶/㎡未満の場合には,最大載荷時の荷重で各係数を算出した(表一1参

 照)。

 図一5は,反発度と静弾性係数との関係である。図一一5vaよれば,反発度が大きくなる

 にしたがって静弾性係数は対数的に大きくなる傾向を示し,かなり強い相関性が認められ

 (相関係数r==O.91,有意水準P<0.OO1,回帰線10gY=0.033X+3.703),ま
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 図一6シュミットハンマー反発度と変形係数との関係
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 た,図一6は,反発度と変形係数との関係であって,静弾性係数の場合と同じ傾向を示し

 てお"b,やはり,強い相関が認められる(相関係数r=0.92,有意水準P<0.001,

 回帰線logY==O.043X十3.115)。
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 図一7岩盤等級と静弾性係数の関係について

 x'04彫が
3ρ0

20.0

 '0、0

褒

 形5・0
4,0

係

 数ユ0

2.O

l.O

 "
碗
臼
0
2

al

 D～C4C詞cHB

岩蟹等銀

 図一8岩盤等級と変形係数との関係
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 さらに,今回得られた反発度と静弾性係数の関係,反発度と変形係数の関係,反発度と

 岩盤等級との関低および岩盤等級と静弾性係数との関係,岩盤等級と変形係数との関係

 (図一7,図一8参照)を総括的にまとめると表一3および図一9,図一10に示す通b

 であるが,これらは,岩盤の物性値を背景とした岩盤等級の分級に関する可能性を示す

 ものと考えられる。

 表一3岩盤等級とシュミットハンマー反発鹿静弾性係数,

 変形係数の関係

      シュミタトハンマー岩盤の静弾岩盤の変形

      反発度性係数K〆㎡係数陥/傷2倫考
      80,00050,000

      B級36以上
      以上以上

      岩80,0005叫000
      盤C上級27～36～～

      40,00020,000

      等40,00020β00
      c中級15～27～～

      級1S,0006000

      C下級1SOOO札000反発度7以下は信頼
      ～15以下
      D以下以下性駒』・さレ㌔
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 図一9シュミット図一一一9  シユミ・トーンマー反難と{鱗羅譲}との関係
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 7.むすび

 シュミットハンマーによる岩盤計測は,:岩盤の固密性を反発度から測定するものである。

 今回の検討結果では,反発度と岩盤等級ならびに物性値(静弾性係数変形係数)との関

 係について,多数の現場実験結果を用いて研究した結果ζれらの関係につき,ある程度把
 握でき,シュミタトハンマーによる岩盤計測が土木地質調査において有用であることが認

 めらた。

 また,シュミットハンマーのプランジャー部にアタッチメントを取り付けることによっ

 て,硬質岩盤からある程度の軟質岩盤まで,幅広く用いられるようになったが,実際の適

 用から考えれば,さらに脆弱な岩盤までに適用範囲を広げることが必要であり,今後,と

 の点について検討を考えている。

 最後に,この研究を纏めるにあたって,終始有意義な御助言を下さった当研究所副所長

 矢作文弥氏,地質部物理地質研究室主査研究員本荘静光氏に対して,深く感謝する次第で
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